
周年 節 決勝年月日 優勝者 府県 期別 年齢
前節 昭和５１年１１月　５日 平林　己佐男 － 期前 43
後節 昭和５１年１１月１６日 沼田　　弥一 福　島 33 25
前節 昭和５２年　８月　９日 藤巻　　　昇 北海道 22 29
後節 昭和５２年　８月１７日 国持　　一洋 静　岡 28 25
前節 昭和５３年　８月１５日 大和　　孝義 山　口 26 28
後節 昭和５３年　８月２１日 新井　　正昭 埼　玉 31 25
前節 昭和５４年　８月　７日 山口　　健治 東　京 38 22
後節 昭和５４年　８月１３日 尾崎　　雅彦 東　京 39 21
前節 昭和５５年１２月　８日 中野　　浩一 福　岡 35 25
後節 昭和５５年１２月２３日 山口　　健治 東　京 38 23
前節 昭和５６年　８月１１日 高橋　　健二 愛　知 30 29
後節 昭和５６年　８月１７日 吉井　　秀仁 千　葉 38 24
前節 昭和５７年　８月　４日 亀川　　修一 兵　庫 41 24
後節 昭和５７年　８月１７日 木村　　一利 広　島 39 24
前節 昭和５８年　８月　９日 勅使河原　登 茨　城 41 25
後節 昭和５８年　８月１８日 片岡　　克巳 岡　山 42 25
前節 昭和５９年　８月１４日 滝澤　　正光 千　葉 43 24
後節 昭和５９年　８月２８日 尾崎　　雅彦 東　京 39 26
前節 昭和６０年　８月１６日 山口　　健治 東　京 38 28
後節 昭和６０年　８月２７日 尾崎　　雅彦 東　京 39 27
前節 昭和６１年　８月１６日 西地　　孝介 滋　賀 43 26
後節 昭和６１年　８月１９日 秋田　　健一 広　島 29 33
前節 昭和６２年　８月１５日 中野　　浩一 福　岡 35 31
後節 昭和６２年　８月１８日 滝澤　　正光 千　葉 43 27
前節 昭和６３年　８月１３日 滝澤　　正光 千　葉 43 28
後節 昭和６３年　８月１６日 佐古　　雅俊 広　島 45 28
前節 平成　元年　８月１５日 滝澤　　正光 千　葉 43 29
後節 平成　元年　８月１８日 坂本　　　勉 青　森 57 27
前節 平成　２年　８月１４日 滝澤　　正光 千　葉 43 30
後節 平成　２年　８月１７日 野原　　哲也 福　井 51 30
前節 平成　３年　８月１３日 野原　　哲也 福　井 51 31
後節 平成　３年　８月１６日 鈴木　　　誠 千　葉 55 26
前節 平成　４年　８月１５日 鈴木　　　誠 千　葉 55 27
後節 平成　４年　８月１８日 和泉田　喜一 千　葉 59 24
前節 平成　５年　８月１３日 俵　　　信之 北海道 53 28
後節 平成　５年　８月１６日 鈴木　　　誠 千　葉 55 28

前節 平成　７年　８月１６日 吉岡　　稔真 福　岡 65 25
後節 平成　７年　８月２２日 神山　雄一郎 栃　木 61 27
前節 平成　８年　８月１３日 東出　　　剛 千　葉 54 31
後節 平成　８年　８月１６日 山田　　英樹 茨　城 67 25
前節 平成　９年　８月１３日 神山　雄一郎 栃　木 61 29
後節 平成　９年　８月１６日 山田　　裕仁 岐　阜 61 29
前節 平成１０年　８月１５日 鈴木　　　誠 千　葉 55 33
後節 平成１０年　８月１８日 内林　　久徳 滋　賀 62 34
前節 平成１１年　８月１０日 小嶋　　敬二 石　川 74 29
後節 平成１１年　８月１５日 馬渕　　紀明 愛　知 68 27

前節 平成１３年　８月１２日 高谷　　雅彦 青　森 67 30
後節 平成１３年　８月１５日 小倉　　竜二 徳　島 77 25

52周年 － 平成１４年　８月１５日 東出　　　剛 千　葉 54 37

53周年 － 平成１５年　８月１９日 鈴木　　　誠 千　葉 55 38

55周年 － 平成１７年　８月１４日 武田　　豊樹 茨　城 88 31

56周年 － 平成１８年　８月２２日 加倉　　正義 福　岡 68 35
57周年 － 平成１９年　８月１７日 山田 　裕仁 岐 阜 61 39
58周年 － 平成２０年　８月１6日 中村　　浩士 千　葉 79 30

60周年 － 平成２３年　１月３０日 海老根　恵太 千葉 86 33
第63回　日本選手権競輪開催　【村上　博幸】
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